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はじめに 

 

 少子高齢社会の到来、地方分権の進展、コミュニティの希薄化、不安定な経済情勢

に加え、「団塊の世代」が平成２０年前後をピークに退職を迎えるなど、私たちを取

り巻く社会環境は、大きな変化の時代を迎えています。 

 また、人々のライフスタイルは、ものの豊かさから心の豊かさを、画一よりも個性

を求めるように変化してきており、従来の行政主導によるまちづくりでは、高度化・

多様化する市民ニーズに柔軟に対応することは、困難な状況にあります。 

 これらの社会環境の変化に対応すべく、鹿嶋市においても、平成１４年に策定され

た「新鹿嶋市総合計画」の中で、まちの主人公を市民とした市民・事業者・行政の「協

働」によるまちづくりを基本姿勢と位置付け、その推進に努めてきました。 

この間、福祉・環境・防犯など、さまざまな分野において、市民・各種団体が協働

の視点で実践活動を展開し、成果をあげるなど、協働のまちづくりは着実な広がりを

見せています。その一方で、協働のまちづくりの定義も含め，その方向性がわかり難

い、あるいは、より効果的な活動展開が可能となるような新しい制度の必要性といっ

た課題も指摘されています。 

 本大綱は、これまでの鹿嶋市の経験を踏まえ、「協働のまちづくり」の基本的な考

え方・方向性を明らかにし、まちづくりに関わるすべての人が、お互いに信頼できる

関係を築き、それぞれの特色や個性を生かしながら協力・連携していくための基本的

指針として策定するものです。 

 今後は、この大綱に基づき、市民・事業者・行政がそれぞれの果たすべき役割と責

任を理解し、お互いに対等な立場で、共通の課題に協力し合って取り組むことを基本

とした「協働のまちづくり」を推進することを目指します。 

 なお、本大綱に示された行政が取り組むべき施策のメニューについては、新鹿嶋市

総合計画後期基本計画や鹿嶋市行財政改革大綱の行動計画に位置付け、具体的な進行

管理を図っていきます。 
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１ 「新しい公共」という考え方 

 近年「新しい公共」という考え方が、提起されています。これまで公共の多くは、「行政

に委ねられてきた公共」であり、このことは、広い分野で行政への依存傾向を進めるとと

もに行政の肥大化を招いてきました。 

「新しい公共」という考え方では、公共は、行政によってのみ担われるものではなく、

民間によっても担われるもので、特に地域に根ざした身近な課題に柔軟に対応する点で、

「民」の担う公共は、重要な意味を持っていると解釈されています。 

今後は、行政に委ねられてきた公共サービスや公共施設の管理そしてまちづくり全般に

ついて、その担い手である市民・事業者・行政が、それぞれの役割分担のもとにこれを運

営していくという考え方が必要となります。 

 

 

◆公共の領域のイメージ◆ 

●これまで 

行政 市民・事業者 

公共サービスの提供 
自治会・ボランティア団体・

企業などの公益活動 

 

 ●新しい公共 

行 政 協 働 市民・事業者 

行政にしかできない 

サービスの提供 

※ 

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ 

市民・事業者・行政

による協働 

自治会・ボランティア団体・ 

NPO 法人・企業などの公益 

活動 

   

 

※アウトソーシングは、コスト削減を主な目的として外部に委託する行為であり、協働とは明確に分けて考え

る必要があります。ただし、アウトソーシングの委託先として NPO 法人等が選ばれ、それが市民活動の活

性化につながり、結果的に協働と同じ効果を生むケースも考えられます。 

第１章 今なぜ協働のまちづくりなのか 

行政のスリム化 民の公共への参画拡大 
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２ 協働のまちづくりの必要性 

 

 地方分権が本格化する中「国からの分権」「県からの分権」に次ぐ、第三の分権と

も言われる「市から市民への分権」の時代を迎えています。 

 また、「新しい公共」という考え方に代表されるように、市民のニーズやライフス

タイルの多様化・個別化・高次化に伴い、従来型の行政サービスの提供のあり方その

ものの転換が迫られていることに加え、地方自治への市民の直接的な参加を求める声

が高まっています。 

 これらの社会的課題やニーズに対応し、解決していく仕組みが協働のまちづくりで

あり、全国の自治体で、その推進を図るべく、様々な取り組みが模索されています。 

協働のまちづくりは時代の趨勢であり、住民自治の充実とともに、地方の時代の自治

体経営における最も重要なキーワードのひとつと考えられます。 

 協働のまちづくりの必要性は、概ね以下のようにまとめられます。 

 

（１）市民参画による自治体独自のまちづくり 

 地方分権の進展に伴い、自治体の権限が拡大し、自治体の責任において独自の政策

をとることが可能となりました。地域固有の文化・歴史・資源などを活用し、自治体

独自の魅力あるまちづくりを進めるためには、市民の意思や地域特性をこれまで以上

に幅広く政策に反映していく必要があります。同時に、市民の行政への参画意欲を受

け止め、自治に取り組む市民の力をまちづくりに生かすための仕組みづくりが必要と

なっています。 

 

（２）市民と行政の信頼関係の構築 

 過去の行政は、外部からみて非常に閉鎖的で、市民とのコミュニケーション不足が

大きな課題とされてきました。近年、情報開示に関する法整備等がなされ、国・地方

ともに開かれた行政に向けた取り組みがなされているものの、依然として十分な信頼

関係を築くまでには至っていません。行政には、その意識改革を進めるとともに、説

明責任を果たすことにより透明性を高め、信頼を得ることが求められており、そのた

め、市民・事業者・行政のそれぞれが良きパートナーとしてコミュニケーションを深

めながら、相互の信頼関係を確立する仕組みが必要となっています。 
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（３）「新しい公共」への対応 

 多様化を続ける市民ニーズや少子高齢社会の到来への対応、また、限られた財源の

中で効率的なまちづくりを進めていくうえで、従来型の行政主導による一方通行的な

サービス提供を続けていくことは、困難な状況にあります。行政には、抜本的な行財

政改革をおこなうと同時に、市民サービスを充実するためのシステムのあり方そのも

のの転換を図ることが求められています。そのため、市民・事業者が潜在的に持って

いる能力・活力を導入するとともに、それぞれが、お互いの責任に基づく適切な役割

分担のもとで、様々な市民ニーズに対応していくまちづくりの仕組みが必要となって

います。 
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３ 協働のまちづくりに期待される効果 

 

 協働のまちづくりは、歴史、産業構造や自然条件に至るまで、その地域の持つ特性によ

って、導き出される方法論や解答が違ってくるものと考えられます。また、現時点では、

成果よりもプロセスを重視するという段階の自治体も少なくありません。 

 協働のまちづくりに期待される具体的な効果についても、地域特性や対象となる事業・

パートナーにより違ってきますが、一般的には、次のような効果が期待されます。 

 

（１）行政への市民参画の推進 

 協働のまちづくりでは、従来の「行政が主導し、市民に参加を求める」といった、単な

る市民参加型とは違い、「市民・事業者・行政が、計画から実施・評価に至るまで協力して

まちづくりに取り組む」という、市民・事業者にとって、より能動的にまちづくりに関わ

ることのできる市民参画型社会がベースとなります。その結果、市民・事業者と行政の距

離が縮まり、市民の率直な意見や要望を政策に反映しやすくなるなど、市民の行政への参

画が推進され、住民自治の進展につながります。 

 

（２）地域活力の創出 

協働のまちづくりでは、市民自らが地域や社会の課題を主体的に解決していくことも必

要になります。これにより、市民活動の範囲や新しい雇用の機会を生む可能性が拡大され、

それが市民の自己実現の場となり、地域社会で生活するうえでの充足感につながっていき

ます。また、こうした活動を通じて、地域への愛着心やまちづくりの主体者としての意識

が醸成されるとともに、市民が常に課題を認識しながら、その解決のための行動を促す契

機となり、地域の活力を生み出していきます。 

 

（３）多様化する市民ニーズへの対応 

 協働のまちづくりでは、市民や事業者の持つ、地域性・専門性・先駆性・柔軟性・機敏

性などの特長を行政の事業に生かすことができます。その結果、行政のサービス提供力が

向上し、複雑多様化する市民ニーズや地域の問題、行政だけでは対処できない課題に的確

に対応することが可能となります。 

この効果については、阪神・淡路大震災の際に、自治会やボランティア団体等が、制度

的な枠組みに捉われず、柔軟な対応で大きな成果を挙げたことでも実証されています。 
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（４）行政の体質改善 

 協働のまちづくりでは、市民・事業者・行政という立場の異なる者が、課題や目標を共

有することが前提となります。そのため、行政は必要な情報の開示・提供に努める必要が

あり、行政の透明性が高まることになります。 

 また、異なる考え方・行動原理を持つ市民・事業者の発想を取り入れることにより、新

たな視点から、行政の事業の必要性や役割の見直しなどが行なわれることになり、行政の

体質改善の契機となります。 

さらに、行政内部の協働を進めることにより、市民から批判の多い縦割り行政の解消や

業務の効率化が図られるなど、行財政改革が推進されます。 

 

 

◆協働のまちづくりが必要とされる要因と期待される効果◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地方分権の進展 

◆市民参画による自治体独自のまちづくり 

◆市民・事業者・行政のパートナーシップの確立 

◆多様化する市民ニーズへの対応 

◆少子高齢社会への対応 

◆自治体に求められる効率的な財政運営 

要 
 

 
因 

協 働 

 

■行政への市民参画の推進   ■住民自治の充実 

■地域活力の創出       ■市民サービスの向上 

■行政の透明性の確保     ■行政の体質改善 

効 
 

 

果 
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１ 協働のまちづくりの定義 

 鹿嶋市では、「協働のまちづくり」を次のように、定義します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●キーワード「市民相互の協働」 

 協働のまちづくりでは、市民・事業者と行政が、共に協力して役割を分担し、まちづく

りを進める「市民と行政の協働」とともに、市民・市民活動団体※１・事業者など市民が相

互に協力し合う「市民相互の協働」も大きな柱となります。行政は、この二つの「協働」

が、活発に展開されるための環境の整備を進めるとともに、市民の理解を得るための啓発

を行うことが必要です。 

また、協働のまちづくりでは、身の回りの問題は、まず個人・家庭が解決に当たり、個

人・家庭で解決できない問題は地域で解決し、それでも解決できない問題は行政や市民活

動団体等との協働で、あるいは行政が解決に当たるという「補完性」という考え方に、改

めて注目する必要があります。 

これは、誰がどのように問題を解決することが、最も効果的・効率的であるかというこ

とを考えることであり、それゆえ、市民・市民活動団体・事業者などによる「市民相互の

協働」も重要となります。 

第２章 鹿嶋市における協働のまちづくりとは 

 

  市民＊１がお互いに、また、市民と行政が対等の立場に立って、 

相互の信頼と合意の基に、それぞれの特性を生かしながら、 

連携・協力し、社会的課題＊２の解決に当たること 

 

 

＊１ 市民 

   ここでの、市民は、鹿嶋市に在住・在勤・通学する個人と鹿嶋市で活動する 

団体・事業者・企業の全てを指します。 

   ＊２ 社会的課題 

    市民や地域・行政に共通する課題。これらの課題解決のための活動が、まち 

    づくりになります。 
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■参考 「協働」の定義いろいろ 

 「協働」という言葉が一般的に使用されるようになってから、それほど年月は経っていま

せん。その定義についても、統一された解釈は無く、現在でも様々な議論がなされています。 

 

○荒木昭次郎（熊本県立大学教授）・平成 2 年 

地域住民と自治体職員とが、心を合わせ、力を合わせ、助け合って、地域住民の福祉の向上に有益で

あると自治体政府が住民の意思に基づいて判断した公共的性質をもつ財やサービスを生産し、供給し

ていく活動の体系である。 

【参加と協働 新しい市民＝行政の創造】（ぎょうせい刊） 

 

○自治省(現：総務省）・平成 9 年 

「相互の特性の認識・尊重」を基礎として、相互に「対等関係」のもとで、「協調・協働」していくこ

と。つまり両者が互いに対等の当事者であることを認め合うこと。 

【地域づくりのための民間非営利活動に対する地方公共団体のかかわりの在り方に関する研究報告】 

 

○滋賀県・平成 11 年 

共通の目的の実現のために、それぞれが自らの役割を自覚し、ともに考え、ともに汗を流して取り組

んでいくこと。 

【県民の社会貢献活動促進のための基本的な考え方】 

 

○横浜市市民活動推進委員会・平成 16 年 

行政組織・民間組織など異なる組織等が、それぞれの得意分野や特徴を生かし、お互いの自立性を尊

重しながら固有の機能や役割分担を行いつつ連携し、公共を支えあうことにより、地域や社会に対し

て相乗効果を生み出し高めること。 

【横浜市における今後の協働のあり方について（意見具申）】 

※１ 市民活動団体 

 一般的には、次の４つの条件の全てを満たしている団体を市民活動団体といいます（ただし、宗

教活動、政治活動を主たる目的としている団体は除きます）。 

 ①営利を目的としないで活動をしている団体 

 ②不特定かつ多数の利益の増進に寄与する公益的な課題の解決を目指して活動している団体 

 ③自立的、継続的に活動している団体 

 ④市民が自発的に参加して活動している団体 



第２章 鹿嶋市における協働のまちづくりとは 

 - 8 - 

２ 協働のまちづくりの原則 

 鹿嶋市では、協働のまちづくりの定義に基づき、それを実践・推進していくうえで、 

次のような原則を参考として、市民・事業者・行政の良きパートナーとしての関係を築い

ていきます。 

 

原則１ 対等の原則  

 協働のまちづくりでは、お互いが対等の関係であることが重要となります。自立性を尊

重し、どちらかが下請けとなることなく、横の関係であることを常に認識し、課題解決に

当たることが第一歩となります。 

 

原則２ 相互理解の原則  

 協働のまちづくりでは、お互いの特性（短所・長所）や立場の違いを正しく理解したう

えで、協力し合って、まちづくりに取り組むことが必要となります。それぞれの共通点や

相違点を見極め、出来ることと出来ないことを認め合います。 

 

原則３ 役割・責任分担の原則  

 協働のまちづくりでは、お互いがまちづくりの主体であるという認識のもとに、役割と

責任を分担してまちづくりを進める必要があります。つまり、もたれ合う関係ではなく、

お互いに支え合う関係を保ちます。 

 

原則４ 目標共有の原則  

 協働のまちづくりでは、課題認識から始まり、何のために協働をするのか、その目標を

お互いに共有することが前提となります。達成すべき目標を明確にし、お互いが協力・連

携しまちづくりに取り組みます。 

 

原則５ 情報共有の原則  

 協働のまちづくりでは、それぞれが持つ情報を共有することも大切です。お互いに情報

提供を行うことはもちろんのこと、第三者に対しても積極的に公開し、活動の透明性を確

保するよう努めます。 

 

原則６ 評価の原則  

 協働で実施した事業は、協働のまちづくりの発展・改善のために、市民の納得度の視点

で評価を行ない、必要に応じて見直しを行っていきます。 
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協働のまちづくりは、当事者が信頼関係のもとに、労力・

技術・情報・資金などの資源を持ち寄り、「計画・実行・評

価」の形で進められます。市民・事業者が主体的に参画し、

行動する「協働の輪」を広めていくことが大切です。 

 

◆協働のまちづくりのサイクル◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 見 

協 議 

計 画 

実 行 

評 価 

見直し 

 
次のステップへ 

市民 

事業者 行政 

●困った！どうしよう？ 

・まちづくりの課題発見 

 

●誰が解決するの？ 

・自分たちだけでは解決できない⇒協働の仲間探し 

・発議は市民・事業者・行政のいずれからでも可能 

●どうやろう？ 

・計画段階から協働で   ・情報の共有 

・課題と目標の確認 

●やってみよう 

 ・役割と責任の分担    ・自然体で背伸びをしない 

 ・お互いの立場を尊重 

●うまくいったかな？ 

 ・市民の納得度の視点で評価 

 ・協働の取り組み経過、結果の公開 

●次はこうやってみよう 

 ・必要に応じて見直し 

●新たな課題発見へ 
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３ 協働のまちづくりの形態 

 協働のまちづくりでは、その取り組みを進めるうえで、様々な形態があります。鹿嶋市

が市民活動団体等をパートナーとして、協働で事業等を実施する場合の具体的な形態とし

ては、一般的に次の７つのケースが考えられます。 

 

◆ 協働の形態 ◆ 

形 態 内  容 効  果 

※委 託 

市が責任を持って担うべき事業をパートナ

ーの特性を生かして、より効果的に実施す

るため、パートナーに委託する協働形態で

す。 

パートナーが持つ特性が発揮されること

で、行政には無い創造性・先駆性が期待で

き、市民ニーズに合ったサービスの提供が

可能となります。 

補 助 

パートナーが行う事業に対して財政的な支

援を行うことで公益を実現する協働形態で

す。 

事業の実施主体である、パートナーの自主

性・自立性が尊重されます。 

共 催 

パートナーと市が共に主催者となって、あ

るいは実行委員会や協議会を構成し、事業

を行う協働形態です。 

企画段階から協働することで、お互いの役

割や責任分担が明確になります。また、話

し合いを重ねることにより、情報の共有化、

信頼関係の構築が図られます。 

後 援 

パートナーが実施する事業の公益性を認

め、支援するため後援名義の使用許可を行

う協働形態です。 

事業に対する理解や関心、社会的信頼が増

すことが期待できます。 

アダプト 

制度 

パートナーが公共施設の里親となり、美化

活動や施設の現状報告を行い、市は保険加

入や物品の支給などを行う協働形態です。 

地域コミュニティの活性化や市民自治の推

進が期待できます。また、市民の社会貢献

意識や地域に対する愛着感の醸成が図られ

ます。 

政策提言 

パートナーが持つ専門知識や技術、地域に

密着した活動から生まれる施策を市に提案

し、政策に取り入れる形態です。 

市にはない発想や考え方を市の施策に反映

することができます。また、市民の市政へ

の参画意識の醸成が図られます。 

情報交換 

情報提供 

パートナーと行政が、それぞれの持つ情報

を提供しあい、それを活用する協働形態で

す。 

お互いが情報を共有することにより、コミ

ュニケーションの強化が図られるととも

に、それらの情報を活用することにより、

事業内容の充実などにつながります。 
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※ 委託 

 事業の実施主体や責任は、市にあることから、契約の形態としては、一般の委託事業と

変わり無く、他の協働の形態とは一線を画すものです。 

しかし、市民活動団体等が持つ専門性や先駆性・柔軟性といった特性が十分に発揮でき

る事業で、市が直営で実施したり、一般の業者に委託するよりも効果的なサービス提供が

可能なケースも想定されることから、市民活動の活性化を促すことのできる協働の形態と

して位置付けます。 

協働における委託では、市の下請けや単なる経費節減のためという通常の委託の考え方

とは異なり、パートナーの特性が十分に生かされることが重要となるため、委託業務の実

施にあたり、仕様書の作成段階から、パートナーの意見を取り入れるなどの創意工夫が必

要となります。 
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１ 協働のまちづくりの現状 

 鹿嶋市における自治会などの地域型コミュニティ※２には、鹿島神宮の祭事などを

軸に古くから存在するコミュニティ、鹿島開発（昭和 40 年代）に伴う転入者を中心

とするコミュニティ、近年の首都圏からの移住者を中心とするコミュニティ、また、

それぞれが融合したコミュニティなど、さまざまな形態があります。本来、地域コミ

ュニティが持つ、地域の課題を自らが解決していく機能や葬儀・子育て・介護などの

相互扶助機能についても、コミュニティごとに特徴があるものの、さらなる活性化が

望まれているのが現状です。 

 一方で、環境・福祉・文化などの、様々な分野における、ボランティア団体・ＮＰ

Ｏ※３などの目的型コミュニティ※４による活動は、年々活発になりつつあります。ま

た、平成 5 年のＪリーグの開幕、平成 14 年の FIFA ワールドカップの開催以降、市

民の間にボランティアとして積極的にまちづくり活動に参加・参画しようとする機運

が高まりつつあり、協働のまちづくりを推進する市民組織である鹿嶋市まちづくり中

央委員会※５の設立、さらには、地区まちづくり委員会の設立や地域における自警団

の結成など、地域型コミュニティにおいても、新たな地域活動の芽が生まれています。 

 行政においても、各種審議会などの委員の一部公募制の導入や市民参画型の事業展

開など、協働のまちづくりの実現に向けた取り組みが始められているなど、協働に向

かう土壌が徐々に形成されつつあるものの、協働のまちづくり推進のための十分な環

境が整っているとは言い難い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※２ 地域型コミュニティ 
 地域住民が連帯して構成する団体など、主に地縁を基に組織された団体の総称。代表的なもの

として自治会や商店街などがあります。 
 
※３ NPO、NPO 法人 
 非営利組織という意味の英語「Non Profit Organization」の頭文字をとったもの。このう

ち特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁の認証を受けた団体が NPO 法人。平成 1８年３月
現在、鹿嶋市に主たる事務所を置くＮＰＯ法人は、９法人あります。 

 
※４ 目的型コミュニティ 
 ある特定の目的・使命を遂行するために組織された団体。代表的なものとして NPO 法人や環

境・福祉ボランティア団体などがあります。また、広い意味では、趣味のサークル等も含むと
解されています。 

 
※５ 鹿嶋市まちづくり中央委員会（現：鹿嶋市まちづくり市民懇話会） 
 協働のまちづくりを推進する市民活動について、協議・調整・実践する組織として、平成 15

年 2 月に発足。平成 17 年度より、鹿嶋市まちづくり市民懇話会に名称を変更し、５つの専門
部が、それぞれテーマを設定し活動を展開。 

第３章 鹿嶋市における協働のまちづくりの現状と課題 
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２ 協働のまちづくりの課題 

 

（１）行政における課題 

 まず、行政の体制が市民協働型まちづくりにふさわしいものとなっていないことが

あげられます。一部の事業においては、計画段階から市民の意見を求めるなどの措置

が図られているものの、政策の立案や事業運営・評価のプロセスへの市民参画の状況

は不十分であると言わざるを得ません。一定の条件を満たす計画や事業については、

必ず市民参画の手続きを踏むなど、市民参画拡充のための制度を整備する必要があり

ます。 

 次に、情報提供のあり方についての問題があげられます。これまで市が実施した各

種審議会などの委員の公募に対する応募状況をみると、必ずしも高い状況にあるとは

いえません。これは、市民に行政への参画意識が浸透していないことも原因の一つと

考えられますが、行政側の情報提供のあり方にも大きな問題があると考えらます。さ

らに、市民から寄せられた意見がどのような形で処理され、政策等に反映されている

かなどの情報は、ほとんど提供されていないのが現状であり、情報の共有化に向けた

仕組みづくりが必要となっています。 

 また、市職員の協働に対する理解不足という問題もあります。イベントや会議の重

複など縦割り行政のもたらす弊害や、前例主義から生じる市民ニーズを十分に反映で

きていない事業展開などの問題に対して、市民は大きな不満を持っています。これま

で市が実施してきた協働型の事業についても、現実的には行政が主導し、実施段階で

単に市民参加を求めるといった、真の協働型事業となっていないものも少なくありま

せん。これは、職員の協働に対する理解が不足していることに起因しており、その意

識改革に取り組むことが急務となっています。 

 行政には、協働のまちづくりの推進と新たな住民自治の確立に向け、情報の共有

化・行政改革に努めるとともに、従来の縦割りによる運営から行政組織の横の連携を

図り、一体として機能を発揮する、協働型の総合行政運営へ転換を図ることが求めら

れています。 
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（２）市民（市民活動）における課題 

 地域活動やボランティア活動に参加する市民は増加の傾向にあり、活動の分野も広

がりを見せていますが、一方では、既存の活動に手一杯で、市民生活を取り巻く課題

や市民ニーズの多様化に対応した新たな活動を展開していくには、十分に手が回らな

い状況にあることも問題として指摘されています。このことは、様々な活動において、

リーダーやまとめ役となる人が同じになる傾向を生み、結果として責任・負担が一部

の市民に集中してしまうという問題にもつながっており、新規の参加者拡大のための

仕組みやきっかけづくり、団塊の世代の活動機会の確保や、新しいリーダーの誕生な

どが課題となっています。 

また、市民活動の成果が、地域に広がらず、参加者のうちにとどまってしまうケー

スが多くなっているという問題もあります。素晴らしい活動の成果を多くの市民が知

り、それをまちづくりに活用していくために、情報発信・人材のネットワーク化に向

けた仕組みの整備が必要となっています。 

さらに、市民が生活する上で、もっとも身近な地縁組織であり、市民活動の基盤と

なる、自治会活動へ参加しない市民が増えているという問題もあります。鹿嶋市まち

づくり市民懇話会・市民がつくるまち専門部が平成 1７年度に行なった調査では、鹿

嶋市における小学校区単位の自治会加入率は、7４.１％～４９.8％、全市平均で 6１.

６％となっており、近隣の自治体と比較しても、かなり低いという結果※６が出てい

ます。また、一部の地域では、新住民・旧住民という言葉に代表されるように、転入

者などが自治会へ加入しにくい状況があるとの問題も指摘されており、住民自治の充

実の観点からも、新しいコミュニティのあり方を検討していくことが課題となってい

ます。 

◆協働のまちづくりの課題◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民活動への参加者拡大・リーダーの育成・団塊の世代の活動機会の確保 

●市民活動における情報・人材のネットワーク化 

●自治会などの地域コミュニティ活動の活性化 

●市民参画制度の整備 

●情報の共有化 

●縦割り行政の解消・職員の意識改革等，市役所の推進体制の整備 

 
※６ 近隣自治体の自治会加入率（市町村名は調査当時のもの） 
 神栖町 66.4％ 波崎町 86.9％ 鉾田町 83.3％ 大洋村 52.2％ 旭村 71.1％ 
 潮来市 77.3％ 麻生町 93.2％ 北浦町 82.1％ 玉造町 78.2％ 
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重点目標１ 市民参画制度の拡充 

重点目標３ 協働の推進体制の強化 

 

 

 

 

 協働のまちづくりの定義の項でも述べたとおり、協働のまちづくりを推進するためには、

「市民と行政」「市民相互」の二つの協働が、車の両輪として円滑に機能する必要がありま

す。そのため、行政が自ら構造改革に努めることはもちろん、自治会やボランティア団体・

NPO 法人などの各種市民活動団体や事業者による市民活動活性化のための環境整備が必

要不可欠となります。 

 鹿嶋市では、以下の３つの重点目標及び関連施策の展開を通じて、市民・事業者・行政

の真のパートナーシップに基づく協働のまちづくりを推進し、多様化する市民ニーズに的

確に対応した市民主体のまちづくりを実現していきます。 

 

協働のまちづくり推進施策の体系 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第４章 協働のまちづくり推進のための基本施策 

（行政の果たすべき役割） 

重点目標２ 自治活動・市民活動活性化のための基盤整備 

（１）人材の育成と確保 

（３）活動支援策の充実 

（２）活動基盤の再整理と整備 

（１）政策立案過程への市民参画制度の整備 

（２）市民提案制度の整備 

（１）情報の共有化 

（３）市役所の推進体制整備 

（２）協働に関する市職員の理解促進 
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【具体的施策の例】 

○審議会等への委員公募制の拡充 

○パブリックコメント制度の整備 

○市民納得度調査の実施 

○新たな政策提案制度の調査研究 

１ 市民参画制度の拡充 

 

（１）政策立案過程への市民参画制度の整備 

 協働のまちづくりでは、市民のアイデアをより広い分野で行政施策に反映させていくこ

とが必要不可欠となります。既に一部で実施されている審議会等への委員公募制の拡充、 

パブリックコメント制度※７の整備や市民納得度調査の実施により、市民の意向把握に努め

るなどのほか、市があらかじめテーマを決めるのではなく、市民からの政策提案を自由に

受け付け、実現していくといった新たな政策提案の仕組みについても調査研究を行ってい

きます。なお、政策提案の場は、地域の課題を共有し、その解決策を市民・事業者・行政

が協働で解決していくためのものであることから、単なる行政への一方的な要望とは異な

り、提案する側にも、自らの役割と責任を明確にしていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※７ パブリックコメント制度 
 市が条例や計画などの一定の政策の策定に際し、(1)政策の案と資料を公表し、(2)それに対する意見
や情報を広く募集し、(3)寄せられた意見等を考慮して政策を決定するとともに、(4)その意見等に対す
る考え方等を公表するもの。政策決定過程での市民参画機会の拡大と公正の確保及び透明性の向上を図
ることを目的とする制度。 
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【具体的施策の例】 

○市役所業務のあらゆる分野における市民参画可能性の検討 

○アダプト・プログラム制度の拡充 

○市民提案制度の整備 

○協働事業の審査や評価を行うための仕組みの検討 

 

（２）市民提案制度の整備 

政策立案過程への市民参画に加え、行政が主催，管理する事業をより市民ニーズに適合

した内容へと転換するための制度を確立する必要もあります。現在、市役所が行っている

全ての業務について、協働の視点から市民参画可能性の検討を行うほか、一部の公園等に

取り入れられているアダプト・プログラム（里親制度）※８について、史跡・文化財等への

適用や、施設などの単なる管理に留まらず、計画段階からの市民参画が可能となるような

制度についても検討を行ないます。 

また、行政側がテーマや事業計画、予算等をある程度設定したうえで、事業を公募し、

審査のうえ、市民・市民活動団体に事業を実施してもらうといった、市民提案制度につい

ての整備を進めていきます。同時に、提案された事業の審査を行ったり、事業成果を評価

する仕組みについての検討も進めていきます。なお、これらの審査・評価にあたっては、

審査・評価の協議の場への市民参画はもちろんのこと、その過程も含め、広く一般に公開

され、透明性が確保されるような仕組みづくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※８ アダプト・プログラム（里親制度） 
 アダプトとは「養子縁組をする」という意味で、市民が公共スペースを「アダプト」し、これを養子
のように愛情をもって管理することから命名されたもの。公園や道路などの公共スペースにおいて実施
されているケースが多い。 
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【具体的施策の例】 

○協働や市民活動に関する啓発事業の実施 

○市民活動入門講座やボランティア体験講座など新規参加者拡大のための 

機会の提供 

○コーディネート※９やマネジメント※１０能力に関する講座など既活動者

のスキルアップ※１１のための講座等の開催 

２ 自治活動・市民活動活性化のための基盤整備 

 

（１）人材の育成と確保 

 市民活動における課題の項でも述べたとおり、多くの市民活動団体が、新規参加者や次

世代を担うリーダーの不在といった、人材不足という問題に直面しています。 

自治活動・市民活動の継続的な発展を促すためには、既存のリーダーや活動者を支援す

るとともに新たな人材発掘の機会とするための各種施策を推進する必要があります。 

 そのため、協働や市民活動への関心を高めるための啓発事業や子どもでも参加できるよ

うなボランティア体験講座といった、新規参加者の裾野を広げるための事業を展開してい

きます。 

 また、市民活動団体等が事業者・行政とともに「新しい公共」を担うパートナーとして

公益的活動を行っていくには、自立した組織としての信用や責任も求められることから、

既活動者を対象とした能力向上のための事業を通じ、市民活動団体の自立化・活性化を促

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※９ コーディネート 
 物事を調整しまとまめること。 
※１０ マネジメント 
 人・時間・資金などを最も効率的に用い、事業や団体を管理・発展させること。 
※１１ スキルアップ 
 技能や能力を向上させること。 
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【具体的施策の例】 

○地域型コミュニティ等への一定の権限移譲についての検討 

○住民自治充実のための各種施策の検討 

○まちづくり条例や地域自治区に関する調査研究 

○地域型コミュニティ，目的型コミュニティなど性格の異なる市民活動団

体の情報交換，交流の場の設置 

（２）活動基盤の再整理と整備 

 協働のまちづくりの大きな目的のひとつに、住民自治を充実させることがあります。も

ちろん、協働により、行政のスリム化が進み、結果として行政経費が削減されることにな

りますが、これはあくまで二次的な効果として考えるべきものです。 

そのため、自治会・地区まちづくり委員会などの地域型コミュニティの役割や機能につ

いて改めて整理・検証し、行政との役割分担を明確にするとともに、一定の権限移譲につ

いて検討していきます。また、将来的な導入の可能性も含め、まちづくり条例※１２や地域

自治区※１３に関する調査研究を行っていきます。 

さらに、自治活動や市民活動の活性化のために、地域型コミュニティや目的型コミュニ

ティなど、性格の異なる市民活動団体間の協働の場の創出など、市民活動団体同士の協働

促進に向けた各種施策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１２ まちづくり条例 
 まちづくり条例には、住民自治・まちづくり全般にわたって規定している、自治体の憲法とも言うべ
き「住民自治基本条例型」、行政への市民参加を規定する「住民参加条例型」、NPO 等の支援に焦点を
絞った「市民活動支援型」、土地利用・景観などの手続きを定めた「都市計画型」など、さまざまなタ
イプがある。 
 
※１３ 地域自治区 
 平成 16 年の地方自治法改正により創設された制度。地域住民の意見を行政に反映させるとともに行
政と住民との連携強化を目的として、市町村の判断により設けられる区域で、市町村が条例で設置。 
 地域自治区には、区域住民の中から首長によって選任された者で構成される地域協議会及び市町村の
事務を分掌させるための事務所が置かれる。 
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【具体的施策の例】 

○総合型補助金等，公益的な市民活動への資金・人材支援のための新たな

制度導入の検討 

○市民活動支援のためのマッチングファンド※１５など、市民ファンド（基

金）ついての調査研究 

○市民主導による市民活動支援のための中間支援組織の自立化，活性化に

向けた支援策の強化 

○市民活動の特性を生かした協働委託制度導入の検討 

 

（３）活動支援策の充実 

 市民活動を活性化していく上で、活動資金の確保は、大きな課題となります。本来、資

金の確保は、会費や寄付金、事業収入などの自助努力によることが基本ですが、市民活動

団体等を事業者や行政とともに「新しい公共」を担うパートナーとして位置づけていくた

めには、行政が一定の支援をしていく必要もあります。 

そのため、補助金申請の簡素化・補助を受ける側にとって使い勝手の良い総合型補助金

の導入や、人材支援も含めた効果的な支援のあり方を検討していきます。一方で、補助制

度の本来の目的は、補助を受ける側の自立化を促すためのものであることから、その活動

が、行政の補助金に過度に依存することとならないよう留意する必要もあります。 

また、中立的な立場から市民活動を支援していくために、鹿嶋市まちづくり市民懇話会

などの中間支援組織※１４の育成や活性化に向けた施策を展開していきます。 

この他、市民活動団体の活動の場を創出するといった観点から、協働委託制度の確立や

指定管理者制度への参入の機会の促進についても検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１４ 中間支援組織 
 地域の市民活動団体の育成やネットワーク形成などを目的とする市民組織。その機能・役割には、人
材や情報などの資源の仲介、市民活動の支援と啓発、調査研究、政策提言などがある。 
 
※１５ マッチングファンド 
 市民や事業者からの寄付を基金に積み立てるとともに、行政が寄付と同額の資金を拠出するもの。市
民提案制度等と連動させることにより、より効果的な運用が図られる。 
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【具体的施策の例】 

○行政情報の提供範囲，手法の見直し 

○出前講座制度の拡充 

○市民活動支援に関する情報の一元化 

○市民活動団体情報のデータベース化，ネットワーク化 

 

３ 協働の推進体制の強化 

 

（１）情報の共有化 

 協働のまちづくりでは、市の事業や施策がどのように行なわれているのか、行政情報を

的確に提供していく必要があります。従来のように、既に決定した事業や施策だけでなく、

その検討過程なども広く公開していくため、行政情報の提供範囲や手法について見直して

いくとともに、既に実施されている市職員による出前講座制度を更に充実した内容へと転

換するなど、行政情報の積極的な提供に努めていきます。 

 また、現在は、市役所の担当セクションごとに提供している補助金や講座などの市民活

動支援に関する情報を一元化し、市民にとって分かりやすい情報提供が行えるよう体制を

改めていきます。 

 さらに、現在、市内にどのような市民活動団体があり、どのような活動をしているのか

を紹介することは、市民活動に対する市民の理解促進や活動者の裾野の拡大に有効である

と考えられます。これらの情報については、行政からの情報提供に留まらず、市民活動団

体自らが積極的に情報を発信できるような環境も整える必要があることから、市民団体情

報のネットワーク化など、市民活動に関する双方向の情報共有化に向けたシステムの構築

を推進していきます。 
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【具体的施策の例】 

○市民活動や協働に関する職員研修の実施 

○職員向け協働マニュアルの作成及び活用 

○協働事例の共有化 

○市民活動団体・NPO 等が主催するイベント，講座等への職員の積極的

参加 

○自治会活動など、地域における市民活動への職員の積極的参加 

（２）協働に関する市職員の理解促進 

 協働のまちづくりでは、市民・事業者・行政が、それぞれ対等なパートナーとして、お

互いを理解・尊重し合い、相乗効果が得られるよう役割分担を明確にして、事業を進める

必要があります。 

そのため、市職員の一人ひとりが、協働の基本的な考え方や、行政とは異なる行動原理・

手法を持つ市民活動に対する理解を深め、協働の手法を身につけていくことが何より重要

となります。市民活動団体との協働に関する研修の実施や職員向け協働マニュアルの作成、

協働事例の共有化などを通じ、職員の意識改革を図っていきます。 

また、市民活動団体が主催するイベントや自治会活動など、地域における実体験によっ

て、市民活動に対する理解を深めることも大切であることから、ボランティア休暇の効果

的運用などを通じ、市職員の市民活動への積極的な参加を促進していきます。 
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【具体的施策の例】 

○横断的な推進体制の整備（協働プロジェクトの設置等） 

○市民活動に関する相談，コーディネート機能の強化 

○市民活動拠点（まちづくり市民センター）の機能強化 

○市職員の地域担当制導入の検討 

（３）市役所の推進体制整備 

 協働のまちづくりを推進するためには、職員の意識改革に加え、市役所の組織体制も大

きく変わる必要があります。市民・事業者・行政が協働でまちづくりの課題解決に当たる

場合、行政の複数の部署に関連するケースが多くなることが想定されます。しかし、現状

の縦割り型の行政組織では、迅速な対応が難しいと考えられることから、全庁的に連携・

協力が可能となる、横断的な推進体制を確立する必要があります。 

 また、市民活動に関する多様な相談に対応できるよう窓口体制の強化に努めるとともに、

庁内の複数のセクションに関係する相談・要望に関しても、協働の総合的な窓口として柔

軟な対応が図れるよう、窓口のコーディネート機能の充実にも努めます。 

 市民活動の拠点である、鹿嶋市まちづくり市民センターについても、単なる活動場所の

提供に留まらず、支援と協働を一体的・効果的にコーディネートしていく場としての役割

を担えるよう、その機能強化に努めていきます。 

このほか、地域の課題を把握し、市民の意向を市政に反映するため、市職員の地域担当

制※１６の導入についても検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１６ 地域担当制 
 市町村が住民自治の確立や住民ニーズを把握するために、小学校区・自治会単位などで地域を区切り、
その地域ごとに、職員が通常の職務とは別に「地域担当者」として、行政の立場から地域に関わる制度。 
 地域担当者の役割には、地域の現状把握・地域から行政への意見、要望のとりまとめ・地域への行政
情報の提供・地域運営及び活動の支援などがある。 
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 協働のまちづくりを推進するためには、行政の変革だけでなく、市民・事業者にも

「ともに学び、ともに育ち、ともに変わる」という姿勢が必要となります。 

市民・事業者・地域型コミュニティ・目的型コミュニティなど、まちづくりに関わ

る全ての人々が、まちづくりの主体であるという意識と社会貢献意識を持つとともに、

協働の担い手としてお互いの役割を認識し、行動することが大切です。 

 

１ 市民に期待される役割 

 

（１）自発的な社会貢献活動意識の醸成 

 市民一人ひとりが、社会に貢献することの意義を改めて認識し、お互いの理解と思

いやりのもとに、自発的にまちづくりに取り組んでいくことが期待されます。 

 

（２）まちづくりへの積極的な参画 

「批判から提言へ、提言から行動へ」という言葉が示すように、市民一人ひとりが、

まちづくりの主体であるという意識を持つとともに、「協働」の考え方を共有し、課

題発見から解決まで、積極的にまちづくりに参画することが期待されます。 

 

（３）自治会などの市民活動団体への理解の促進 

 市民一人ひとりが、自治会などの地域型コミュニティや各種ボランティア団体・

NPO 法人などの目的型コミュニティに対する理解を深めるとともに、その活動に積

極的に参加することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

第５章 協働のまちづくり推進のために 
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２ 自治会・地区まちづくり委員会などの 

地域型コミュニティに期待される役割 

 

（１）住民自治の基礎的団体としての機能向上 

 住民の生活に最も身近な基礎的団体として、住民相互の親睦・連携を図るとともに、

地域の「まちづくり計画」を策定するなど、これまで培われた活動のノウハウや地域

固有の視点を生かしたまちづくりに主体的に取り組むことが期待されます。 

 

（２）地域活動への参加者層の拡大 

 まちづくりを担う人材育成の観点から、若年層の地域活動への参加を促進するため、

地域の伝統文化継承や三世代交流など、広く活動機会の提供に努めるとともに、転入

者など誰もが、地域活動に参加しやすい開かれた環境をつくることが期待されます。 

 

（３）市民活動のステージとしての環境整備 

 各種ボランティア団体・NPO 法人などの目的型コミュニティに対する理解を深め、

連携を強化するとともに、これらの団体が活動を活発に展開できる地域環境を創出す

ることが期待されます。 

 

 

３ ボランティア団体・ＮＰＯ法人などの 

目的型コミュニティに期待される役割 

 

（１）まちづくりへの積極的な参画 

自立と自己責任のもとに、専門性・先駆性・柔軟性・機敏性を発揮し、まちづくり

に積極的に参画するとともに、市民の自己実現やまちづくりへの参画のきっかけを提

供する役割が期待されます。 

 

（２）地域型コミュニティとの連携強化 

 活動の趣旨を市民や地域型コミュニティに理解を得るための情報提供に努めると

ともに、行政や地域型コミュニティ、他の市民活動団体と協働・連携することで、そ

の活動内容や機能を高め、社会貢献活動を担うことが期待されます。 
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４ 鹿嶋市まちづくり市民懇話会などの 

中間支援組織に期待される役割 

 

（１）市民と行政のパイプ役 

 市民と行政の間に立って、そのパイプ役を果たすとともに、中立的な立場からコー

ディネートや相談などの機能を発揮することや行政への政策提言を行うことなどが

期待されます。 

 

（２）市民活動団体相互のコーディネート役 

 共通事業の提案などを通じ、地域型コミュニティや目的型コミュニティなど、協働

のまちづくりの担い手である市民活動団体相互のコーディネート機能を発揮するこ

とが期待されます。 

 

（３）市民活動の支援 

 地域型コミュニティや目的型コミュニティなどに関する情報の集積・提供に努める

とともに、蓄積した人的ネットワーク、まちづくりのノウハウなどを活用し、自治活

動や市民活動を支援する役割が期待されます。 

 

 

 

５ 事業者・企業に期待される役割 

 

（１）地域の一員としてのまちづくりへの参画 

 地域の一員として、社会貢献活動やまちづくりへ積極的に参画することが期待され

ます。また、従業員のまちづくり活動やボランティア活動への参加に対する理解や環

境整備に努めることが期待されます。 

 

（２）地域型・目的型コミュニティなどの活動支援 

 資金援助や施設の提供、社員による社会貢献活動などをはじめ、ノウハウ・人材・

情報などの専門的で多分野にわたる資源を生かし、地域型コミュニティや目的型コミ

ュニティの活動支援や育成機能を発揮することが期待されます。 

 


